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情報学部「茶室」を舞台にしたアニメーション作品

「LINE」をテーマに「情報デザイン展2014」を開催
期間 ： 2014年1月26日（日）〜29日（水）
会場 ： 情報学部 藤枝キャンパス

静岡産業大学 http://www.ssu.ac.jp
■経営学部　磐田キャンパス／〒438-0043静岡県磐田市大原1572-1
■情報学部　藤枝キャンパス／〒426-8668静岡県藤枝市駿河台4-1-1
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特集　情報デザイン展2014

情報デザイン展2014の開催にあたって情報デザイン展2014の開催にあたって
情報学部 情報デザイン研究センター長　佐野 典秀

映像表現系作品
情報学部 准教授　北市 記子

グラフィックデザイン系作品
情報学部 准教授　小林 克司

プログラミング系作品
情報学部 教授　髙橋　等

２００７年３月、第1回の情報デザイン展はグランシップ６階展示ギャラ
リーで開催されました。情報デザイン学科１期生が２年生になり、次年度
から始まるゼミ研究の準備段階を公開する目的で開催され、多くの来場
者から好評を得ました。翌年には、３年生になった１期生のゼミ研究、ゼ
ミ制作の展示が本格的に始まり、情報デザイン学科の学生が自らの学
びの集大成を発表する場として定着しました。以来、今年で８年目を迎
えたこのイベントは、場所をグランシップから、静岡市クリエイタ支援セン
ター、情報学部藤枝キャンパスと展示作品数の増加とともに会場を変え
ながら発展してきました。展示内容も、それぞれのゼミの特色が反映さ
れ、ショートムービーやビデオアート、CMなどの映像作品、ゲームなどの

プログラミング作品、視覚的にものごとを分かり易く表現したグラフィック
デザイン系作品、音楽、3DCGアニメーション、Webコンテンツ、
iPhone・iPadアプリ、絵本、モーションキャプチャ、LEDを活用した光
の競演作品、プロジェクションマッピング･･･と多岐にわたる作品を展示
してきました。自己満足で終わりがちな学生の研究成果、作品に対して
一般の方々から感想・意見等のフィードバックをいただける貴重な場とし
て参加学生のモチベーションも年々に高まっています。情報デザインを
学んだ学生たちにとって、卒業前に自分史をまとめ、振り返る大きな目標
として情報デザイン展は位置づけられるようになってきています。

情報デザイ
ン展でのグラ
フィックデザイ
ン系作品は、
本年も特色の
あるユニーク
な作品が展示
されていまし
た。その共通
した特徴は、
既存のグラ
フィックデザイ
ン媒体の枠組

みにとらわれず、伝えたいことに対して最良の方法を模索し作品化する
点にあります。今回の展示作品においても、さまざまな視点からの試行
錯誤が見受けられました。「見えないものを見えるようにする」というヴィ
ジュアルコミュニケーションの基本を踏まえたイラストレーションやダイアグ
ラム作品。グラフィックデザインの重要なエレメントのひとつでもあるオリ
ジナルフォント制作、文献や作品を調査することにより作家研究・技法
研究的なアプローチを試みたエディトリアル作品。自身の描画行為を画
材の特性から客観的に捉え、技法とコミュニケーションおよびその表現

性について探究した作品など、デザイン表現の幅広さと思考の豊かさが
うかがえる作品群を目にすることが出来ました。また卒業研究において
は、五感の刺激を誘発する手に取ることの出来る作品などもいくつかあ
り、本学デザイン教
育の集大成として位
置づけられる質の高
い作品も存在してい
ました。毎年、情報
デザイン展に出品さ
れる作品の質は、グ
ラフィック系に限ら
ず、徐々に向上して
きているように感じら
れます。今後も、継
続した展覧会開催
と質の向上を目指
し、充実した成長空
間の提供に力を注
いでゆきたいと考え
ております。
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情報デザイン展2014の開催にあたって情報デザイン展2014の開催にあたって
情報学部 情報デザイン研究センター長　佐野 典秀

映像表現系作品
情報学部 准教授　北市 記子

グラフィックデザイン系作品
情報学部 准教授　小林 克司

プログラミング系作品
情報学部 教授　髙橋　等

ウィステリアホー
ルおよびその周辺
の会場では、映像コ
ンテンツ制作に関わ
る４つのゼミ（大石ゼ
ミ・佐野ゼミ・北市
ゼミ・中林ゼミ）の
作品発表が行われま
した。ビジュアル表
現コースの映像表
現領域は、その内容
から大きく二つに分

けられます。一つは3DCGアニメーションで、大石ゼミと佐野ゼミの学
生達が専攻しています。もう一つは実写映像・アニメーションなど
3DCG以外の全ての映像表現を対象とするもので、北市ゼミと中林ゼ
ミの学生達がこれに取り組んでいます。
3DCGでは「リアルな描写」が大きな目標となっており、学生達は作
業を行うコンピュータの性能に悪戦苦闘しながら、生き物やロボット、イ
ンテリアなどの様々な対象を「本物らしく」描くことに挑みました。実写や
アニメーションの作品では「映像だからできるオモシロイこと」を追求し、
それぞれの学生が自身の得意な表現スタイルを選択して、型にはまらな

い個性豊かな映像表現に挑戦しました。
卒業制作作品の中には、情報学部の名物である「茶室」を会場とし

て使用した、スケールの大きな作品もありました。これは最近話題の「プ
ロジェクションマッピング」の手法を用いたもので、茶室の障子をスクリー
ンに見立て、そこに自作のアニメーション映像を投影するという仕掛けに
なっていました。空間とイメージの相乗効果による表現は非常に見応え
があり、来場者の方からは、一様に驚きの声が上がっていました。

今回の情報デザイン展には、４年生の卒業研究「フルカラーLEDラ
ンプによるインタラクションデザインの研究」の成果として、傾きや音に
反応して様々な色に変化するルームランプと、３年生のゼミ研究
「ArduinoによるドットマトリクスLEDディスプレイの研究」の成果として、
８×８のドット絵を表示する大型LEDディスプレイを出展しました。
研究の目的は、家電製品や自動車などで使用されているマイロコン

ピュータやセンサーのプログラミング技術の習得と、その技術を利用した
「新しい情報の表現方法」を研究開発することです。この研究活動の
特徴は、同種の機器を一人1台ずつ製作し、その機器に個々の発想を

活かしたプログラムを組み込むという「ものづくり」にあります。
学生にとって、金属を切ったり、穴を開けたり、何百カ所ものはんだ付

をすることは、初めての経験であり、上手に作業が進まず心が折れかけ
ることもあります。しかし、皆でものづくりをしていると、遅れを取りたくない
という競争心や迷惑を掛けたくないという責任感が強くなるとともに、うま
くいく方法の共有、いわゆる「人の技を盗む」ことができるようになります。
教員にとっても「コツ」と呼ばれるような事象は言葉では教えにくいものも
あるので、「盗む」と言う学習能力を備えさせることは重要だと考えていま
す。
市販品と比べて、
機能が低く未熟な
作品と思われるかも
知れませんが、学生
にとってはその仕組
みを知り尽くし、完
成時の感動を味
わった大切な作品で
す。
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経営学部

　

学部ニュース

「豊田式織機」をＳＳＵ産業アーカイ
ヴへ展示（2014.4.4 除幕式）

SSUスポーツクラブ磐田

アルビレックス新潟レディース
左山 桃子 選手

……………………………………
素晴らしいサポーターがいる環境でサッカーをできる

ことを、光栄に思っています。チームに貢献できるよう
に頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。

伊賀フットボールくノ一
高橋 美春 選手

……………………………………
目標であったなでしこリーグでプレー出来ることを

とても嬉しく思います。また一日でも早くチームの勝
利に貢献できるよう頑張っていきますのでよろしくお
願いします。

磐田キャンパス内「ＳＳＵ　産業アーカイヴ（産業考古物展示場）」へ、この度、
地元福田地区で実際に使用されていた「豊田式織機」を頂き、展示する運びとなり
ました。展示予定の織機は、「豊田式鉄製広幅動力織機（Ｎ式）」という織機で
1917年ごろに製作されたＮ型織機の後継
機で1938年以降に製作され、近年まで
使用されていました。まさに磐田市の地場
産業である別珍コールテン生産を、ひいて
は当時の日本基幹産業である繊維産業を
支えた産業機械の一つと言えるでしょう。

４月4日（金）には、県知事をお呼びして
除幕式典を行い地元の方々に広く展示す
る予定となっております。磐田キャンパスに
お寄りの際は是非ご覧頂きたいと思いま
す。

「SSUスポーツクラブ磐田」は、2013年4月に開設した地域の子
どもたち対象のスポーツスクールです。現在は、器械体操、サッカー、
柔道、トランポリンの4種目のスクールを開設し、幼児から高校生まで
が活動しています。

本学ではスポーツ系資格取得講座が多数開講されており、それら
を受講する学生の体験学習の場として「キッズスクール」を2004年
4月に開設し、毎年100名以上の地域の子どもたちがスポーツを通
して学生と交流してきました。その中で、もっと上手くなりたいという要
望が上がり、その要望に応えるために競技別スクールを開設しました。
指導は主に各クラブスタッフが当たり、将来指導者になりたい学生が
アシスタントを務め、経験豊富なクラブスタッフから専門的な指導法を
学んでいます。

また、地域貢献の一環として磐田市と連携して「総合型地域スポー
ツクラブ」設立準備を進めており、スポーツ経営学科学生のアクティ
ブラーニングの媒体として活用できればと考えています。

サッカー女子部で数々の全国大会出場と女子ユニバーシアード日本代表で
活躍した、左山桃子さんと高橋美春さんに国際大会での貴重な経験と、卒業
後所属するなでしこリーグ新チームでの豊富を話してもらいました。

私はユニバーシアードで初めて国際大会に出場することが出来ました。こ
の大会を通じて感じたことは外国人選手と日本人選手との身体能力の違い
でした。外国人はリーチが長く、思わぬところから足が出てきたり日本では通
るパスが通らなかったりと驚きの連続でした。

選手村ではいろんな国のご飯をバイキング形式だったので、選手として何を
食べるべきなのか悩みました。海外での試合が初めてだったので生野菜はダ
メ、水はペットボトルを飲まなくてはならないなど体調管理が難しかったですが、
授業で学んだスポーツ栄養学やスポーツ医学などがとても役に立ち、コンディ
ションを崩さず遠征することができました。

ユニバーシアードは本当に自分を成長させてくれたし、いい経験をさせてくれまし
た。しかしこれをいい経験で終わらせないように次に繋げていきたいと思います。

ユニバーシアードは今大会で2度目の参加でしたが前回大会とはまた違う
経験をさせていただきました。

前回大会は2年生ということもあり、周りの先輩たちに付いて行くのが精
一杯でしたが、今大会は4年生ということと、経験者としての気持ちもあり、
付いていくだけではなく、逆に引っ張って行く立場になり、また違った経験が
できたと思います。

海外で試合するのも何回か経験させてもらい、ロシアに行くのも今回が2
度目でした。ロシアの夏はとっても涼しくて、過ごしやすい印象です。しかし、
いきなり豪雨が降ってきたりする天候の変化は日本では経験がなくとても驚き
ました。

食事に関しては選手村の中に、食堂があり、メニューも食べやすいものばかり

だったので食べものでは全くストレスを感じないで摂ることができました。
とてもいい環境でサッカーができ、日本代表として大会に参加させていただ

いたことは、とても私にとっていい経験になりました。
これも、家族の支えや、スタッフ、チームメイト、今までサッカーで出会った

全ての人たちのお蔭だと思います。
これだけで満足せず、もっと自分自身レベルアップできるように頑張って行

きたいと思います。

２人ともこの国際試合や本学が参戦しているなでしこチャレンジリーグでの
経験を生かし、卒業後は女子サッカーの最高峰、なでしこリーグのチームで日
本代表（なでしこジャパン）にチャレンジしていきます。

経営学部　高橋 美春さん（2014年3月卒業）

経営学部　左山 桃子さん（2014年3月卒業）

入団会見コメント

（c）ALBIREX NIIGATA

大学での経験生かし、なでしこジャパンにチャレンジ
上段左から２番目

左山さん
上段右端 高橋さん

（c）JFA

豊田式鉄製広幅動力織機
（Ｎ式）1938年
Toyoda Power Loom，TypeＮ

（豊田式織機株式会社製
＊現在の豊和工業株式会社製）

写真は1913年製
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情報学部

昨年１１月２６日（火）、
磐田グランドホテルにて「い
わしん・がんばる起業応援
ネットワーク」主催の第１２
回ビジネスコンテストの最
終選考会が開催されまし
た。私たちのゼミでは「薬
入れペットボトルキャップ」
を新製品として企画し、学

生部門に応募しました。薬やサプリメントを服用する人が増加し薬を持ち歩く
時代になったものの「日中はどうしても薬を飲み忘れがち」「そもそも薬を持ち
歩くのを忘れてしまう」といった悩みに、薬入れ機能のあるペットボトルキャッ
プで新しい薬の持ち歩き方の提案ができたら、と思い考案しました。他大学
で実施したアンケート調査をもとに情報分析を行った結果、若い女性への
ニーズが高いことが分かったので、女性に向けてデザインのかわいさを重視し
たデザインにしました。また、３DCGを専攻しているゼミにアニメーション制作
を依頼することで、手作りの試作品では出せないリアルな動きを伝えることが
できました。

審査委員の方からは、シンプルだが今までになかったアイディアで実現可
能なプランだと評価していただ
き、学生特別賞を受賞しまし
た。準備は大変でしたが、チー
ムの仲間と協力し成果を出し
切ることができました。ビジネス
コンテストへの出場という貴重
な体験ができたので挑戦して
よかったです。

情報学部ではＰＢＬ（Project Based Learning）の一環として、2013
年 4月から「情報デザインプロジェクト演習」および「情報デザインプロジェ
クト応用演習」の科目をスタートさせました。制作系の授業では、課題に対
して学生自身が作りたいものを制作し教員から評価を受けるのが一般的で
すが、ＰＢＬ型の授業では学生が自分の作りたいものではなく、依

クライアント

頼人から
要求された条件の中で自らの持つ能力を最大限に発揮し問題解決するこ
とを課せられます。また、チームで問題の解決にあたるという学習方法の性
質上、コミュニケーション力やチームワークが不可欠です。これらの学習は、

実社会で求められる実践的な力を身につ
けることに役立ちます。今年度は（Ⅰ）松
本印刷株式会社、（Ⅱ）特別養護老人
ホーム愛華の郷、（Ⅲ）河原崎農園から
請け負った3 件のプロジェクト＜（Ⅰ）新規
導入したＵＶプリンタおよびＺＵＮＤカッ
ターを用いた新事業の提案、（Ⅱ）マスコッ
トキャラクターの提案、（Ⅲ）おいしいトマト
を生産する河原崎農園トマトの統一デザ
インによるブランド化＞について学生の参
加を募り、延べ27名が課題に取り組みま
した。商品開発のためのアイデアをプレ
ゼンしたり、アンケート調査を行ったり、商

品のおいしい見せ方を研究した
り、学外の方々と協力しながら
「情報」を「デザイン」するため
の 様 々 な 試 み が 行 わ れ、
依
クライアント

頼人の皆様にも喜んでいた
だける成果物を納品しました

（一部継続中）。

藤枝市で平成２５年度に募集された「市政１改善提案」におきまして、情報学
部の学生が最優秀賞を受賞し、表彰式において藤枝市長から直接賞状を授与し
ていただきました。

この改善提案制度は、市長のマニフェストに掲げた「地域の宝を生かした」市
政推進のため、「ともに拓（ひら）こう“元気ふじえだ”の扉！」をテーマに７～８月の２ヶ
月間をかけて事業提案を募集するもので、本学からも学生が応募していました。
今後も静岡産業大学は地域のための活動を続けていきたいと思います。

いわしんビジネスコンテストで情報学部
柯ゼミの５人チームが特別賞受賞！

情報学部におけるPBLの取組み

藤枝市の「市政１改善」の応募で
情報学部学生が最優秀賞を受賞

情報学部４年　若林 里佳さん

代表して賞状と賞品を受け取る４年生河原崎由理さん

前回も本学の学生が優秀賞を２件受賞していますので、２年連続
の快挙ということになりました。

表彰式は藤枝市市民協働フォーラムの中で行われ、受賞した３名
は緊張の面持ちの中、式に参加しました。北村藤枝市長から賞状と
賞品が手渡され、３人からはお礼の言葉と市政に役立つことのでき
る喜びなどが披露されました。

市内の名所や
観光スポットにおける

映像サービス提供

●４年生 河原崎由理さん
●３年生 豊泉　奈津さん
●３年生 井出有里子さん

最優秀賞
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大学ニュース

公立学校教員採用試験４年連続の合格者

平成２５年度のベストティーチャー賞が決定

平成２６年度教員採用試験では、保健体育及び情報の教員として、静岡
県・静岡市・和歌山県の公立中学校・高等学校・特別支援学校に、現
役生・卒業生合わせて５名の学生が合格しました。このほか、私立高等学
校教員として２名が内定し、一次試験は合格したものの二次試験で涙をのん
だ学生を始めとして１０名の学生が講師等として、この４月から教壇に立つこ
とになっています。

一方、両学部の教職課程３年生４０名は、２月７日・８日の二日間、焼津
青少年の家において、６月の「教育実習」に向けた集中講義に臨みました。
学生たちは学習指導案の書き方等について学ぶとともに、卒業生の現役教
員やベテラン教員から、教員の仕事の魅力について話を伺い、教員を目指
す者としての決意を新たにしました。

教員は、生徒たちの成長・発達に関わることのできる、とても魅力的な仕
事です。そして、「何があっても教員になるんだ」という強い決意を持ち続け
る学生は、必ず教員への道を開くことができます。

教職員一同、教員を目指す学生たちを全力で支援していきます。分からな
いことや相談したいことがあれば、いつでも学務スタッフや研究室を訪ねてく
ださい。

１月２２日に情報学部において開催された「静岡産業大学ラーニングメソッド研究会」の中で平成
２５年度の静岡産業大学ベストティーチャー賞受賞者が発表されました。

今年度の受賞者は、経営学部が、スポーツにおけるトレーニングや運動のメカニズムの授業を担
当の館俊樹先生。情報学部が、グラフィックデザインの授業を中心に担当されている川又淳先生
に決定しました。

今回で３回目を迎えるベストティーチャー賞。経営学部では教職員の中から指名された選考委員
が各科目群の候補者の中から1名を選出、情報学部においては、すべての教職員による投票の結
果、最多得票者の教員がベストティーチャー賞に選ばれました。

館先生、川又先生のより一層のご活躍を期待します。

左から 笹原夢子さん（高校・保健体育）、松野みゆきさん（中学・保健体育）、
　　　 海野元伸さん（高校・情報）、山岸遼侑さん（特別支援学校・保健体育）、
　　　 大澤登さん（中学・保健体育）

静岡県立富岳館高等学校、駅弁一筋９０年お弁当の㈱富陽軒と本学で取り組
んだ企画、「富士山いただき弁当」が期間限定で発売されました。

このお弁当は、富士山世界文化遺産登録を記念して、日本人の“おもてなし”の
コンセプトをもとにデザインされました。人の感性を解析し、快適な生活環境を設計
する研究に取り組んでいる本学経営学部 熊王康宏 研究室所属の４年生、大庭
拓也君、鈴木直道君、濱野翔太君、森下雄介君、ガウタム ディパク君、タマン サ
ヌバブ君により開発されました。包みは磐田市福田の古典柄を基調とした小風呂敷
をお弁当に用いることで、質の高いブランドとなり、富士山周辺の旅の思い出・楽
しみになると考えられたそうです。

小風呂敷柄の選定だけではなく、お弁当のネーミングとブランディングコンセプト
の策定、包み方としおりの原案、外国人観光客まで視野に入れた英語併記のお
品書き等、学生達自身が納得できるまで検討を重ねました。

本学では実学に基づく教育の中で、座学のみならず学外へ教育のフィールドを
広げ、企業経営を重視した商品開発に取り組んでいます。卒業後、大学で学んだ
知識と経験を活かし、即戦力で「ものづくり」を支えることのできる“人財”となれるよ
う、期待しております。

■■　富士山いただき弁当　■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

左から 川又先生、館先生
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2014年度  第20回公開講座 平成26年度 前期「冠講座」開講企業一覧
経営学部 ○問 教務・学生スタッフ ☎0538-37-3852

情報学部 ○問 教務・学生スタッフ ☎054-645-0181

内容/統一テーマ 「磐田発！ 聴いてみよう、新しい時代の経営学」
大学設置20年、経営学部公開講座も今回20回目となりました。20回

記念 ｢磐田発！新しい時代の経営学」の統一テーマのもと、本学の教員によ
る様々な専門分野の「経営学」を学びましょう。

数多くの社会人、学生、教職員の受講をお待ちしております。

◆期　　日 2014年6月７日（土）～ 7月５日（土）
 毎土曜日全5回　13:30 ～ 15:30　
◆会　　場 静岡産業大学　経営学部　磐田駅前学舎　
◆対　　象 社会人・学生
◆募集人員 120名
◆受 講 料 3,000円（全5回）または1,000円（1回）
 本学の学生、教職員は無料
◆申込期間 5月1日（木）～ 5月31日（土）まで
◆申込方法 ①大学HP専用フォームから申込　　
 ②申込書をFAXまたは郵送・持参
　　　　　 　　※申込書は経営学部ＨＰからダウンロードできます。

問合せ/申込窓口 ………………………………………………………

　静岡産業大学　経営学部　エクステンションセンター　公開講座係
〒438-0078　磐田市中泉497-1　（SSU磐田駅前学舎）
　　　　　　　TEL 0538-37-0161  FAX 0538-21-0131　
　　　　　　　Email  k-extension@ssu.ac.jp

寄付者 講座概要 開講日

中部電力(株) 電気が皆さまに届くまで 火曜 3限

(株)ブリヂストン ブリヂストンの国際化の
歴史と戦略 水曜 3限

浜松ホトニクス(株) 光技術産業の未来 水曜 4限

ジュビロ磐田 プロサッカー運営の実態
を講義 木曜 3限

(社)日本経営士会 経営活動と経営改善を
学ぶ 木曜 3限

寄付者 講座概要 開講日

藤枝ロータリークラブ 業界の紹介と
企業の事例紹介 火曜 3限

静岡市 未定 火曜 3限

㈱静岡銀行 金融講座  ～経済の仕組み
から銀行実務まで 木曜 4限

      経営学部スポーツ経営学科で保育士養成課程がスタート！

経営学部では「経営学科」、「スポーツ経営学科」、「心理経営学科」
の３学科体制を通じて、経営感覚とマネジメント能力を身につけたビジネ
スマンや地域に根差したビジネス感覚を有するスポーツ指導者の育成
に力を入れてきました。特に今回保育士養成課程の設置計画をしている

「スポーツ経営学科」においては、「人づくり」、「まちづくり」におけるス
ポーツの役割を重要視し、スポーツ関連産業やスポーツ指導の担い手
を育成してきた中で、平成２１年度には全国初の「スポーツ保育コース」
を設置し、多くの学生が幼少年に特化したスポーツ指導のスペシャリス
トである「スポーツ保育教育士※」の資格を取得してきました。

さらに「スポーツ保育教育士」資格取得希望者やキッズスクール等
幼少年へスポーツ指導を行っている学生の中から国家資格である「保
育士」資格の取得を希望する学生が増えたことから、平成２４年度から

「保育士受験対策講座」を開講して、筆記試験、実技試験に向けての
対策を行い、保育園への就職をかなえた学生もでてきました。

今回計画している保育士養成課程では、このような保育士資格取得
に向けての機運が高まってきている学内の状況に加え、待機児童問

題、保育士の不足といった学外の社会情勢から、スポーツ経営学科の
学生が、得意のスポーツの力を発揮しつつ「スポーツ保育教育士」「保
育士」の両資格取得にチャレンジできる体制を整えることで、「人づくり」

「まちづくり」に貢献できる学生を育成していきます。
この保育士養成課程は、平成２６年度入学生においても２年次生よ

り受講でき、卒業と同時に「保育士」資格の取得が可能になる予定で
す。詳細については、経営学部学務グループ教務・学生スタッフまで
お尋ねください。

●静岡産業大学経営学部教務・学生スタッフ
　電話0538-37-3852

※スポーツ保育教育士
ＮＰＯ法人幼少年スポーツ健康育成研究会が認定。幼児期に

おける心身の発達と人間形成の観点から幼児へスポーツ指導を
行う。保育やマネジメントの素養を持ちながら理論的に裏付けされ
た運動指導ができる幼児スポーツ指導のスペシャリスト。

経営
学部

平成２７年度より
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就職最前線

新4年生は4月から採用試験が本格的に始まります。自信を持って筆記や面接試験に臨みましょう。また新3年生は来年の3月から就職活動が始まります。
自分は何に興味があるのかをよく考え、企業研究や自己分析を行うことが大切です。そして効率よく就職活動を進めるため、時間に余裕をもって計画を立て、納得
して活動を終えられるようしっかりと準備をしていきましょう。　※新3年生より就職・採用活動のスケジュールが大きく変わります！

就職・採用活動開始時期変更後のスケジュール
平成27年度から、企業の広報活動は、3年次の3月1日以降に開始、
その後企業の採用選考活動は、4年次の8月1日以降に開始となります。

※1　広報活動：採用を目的とした情報を学生に対して発信する企業の活動。
※2　採用選考活動：採用のための実質的な選考を行う企業の活動。

大学
学事
日程

9月～1月
授業

広報活動 ※1

広報活動

採用選考活動 ※2

採用選考活動

3年次 4年次

留学生帰国

1月～2月
後期試験

2月～3月
春季休暇

4月～7月
授業

7月～8月
前期試験

8月～9月
夏期休暇

8月～10月
大学院入試

現在
（新4年生）

変更後
（新3年生）

12月1日

3月1日

4月1日

8月1日

就職先・進学先 抜粋（2014年3月卒業生）

（順不同）
【建設】
久保田建装㈱、積水ハウス㈱、大和ハウス工業㈱

【製造】
㈱伊藤園、㈱いちまる、河野エレクトロニクス㈱

【卸・小売】
㈱遠鉄ストア、㈱コーエイ、静岡トヨタ自動車㈱、静岡トヨペット㈱、
㈱シズデンシステム、㈱スズキビジネス、トヨタカローラ東海㈱、浜松
日産自動車㈱、㈱ビッグ富士、㈱メガネトップ、米久ベンディング㈱

【金融・保険】
日本生命保険相互会社、山梨県信用組合、山梨信用金庫

【サービス】
H＆Mエイチアンドヘネスアンドマウリッツジャパン㈱、遠州中央農業
協同組合、遠州鉄道㈱、遠州夢咲農業協同組合、㈱静岡中島屋
ホテルチェーン、清水農業協同組合、生活協同組合ユーコープ、綜
合警備保障㈱、とぴあ浜松農業協同組合、日本郵便㈱、㈱ハッコ
ウスポーツ、㈱フォレストカントリークラブ、三島函南農業協同組合

【教育・学習支援】
㈱河合楽器製作所、静岡県高等学校（保健体育）、静岡市中学校
（保健体育）、和歌山県中学校（保健体育）
【公務員・団体】
磐田市役所、静岡県警察、静岡県国民健康保険団体連合会

【進学】
上越教育大学大学院、広島大学大学院

（順不同）
【広告・情報通信】
㈱静岡新聞社、㈱ティージェイエス、㈱Ｎｅｗデイシ
ス、㈱テレコム・アニメーションフィルム、㈱サンロフト

【製造】
住友電気工業㈱、わらべや日洋㈱、特種東海製紙
㈱、㈱赤阪鐵工所、㈱ヤマザキ

【卸・小売】
㈱バロー、㈱サークルＫサンクス、㈱ファイブフォックス、㈱ＴＯＫＡＩホ
ールディングス、㈱静鉄ストア、㈱杏林堂薬局、マキヤグループ、㈱
エンチョー、㈱田子重、㈱メガネトップ、㈱エーツー、㈱エーエフシー、
富士ゼロックス静岡㈱、トヨタ部品静岡共販㈱、㈱安心堂

【金融・保険】
東洋証券㈱、しずおか信用金庫、島田信用金庫、掛川信用金庫、
明治安田生命保険相互会社

【サービス】
㈱アウトソーシング、太陽建機レンタル㈱、㈱レント、㈱ダスキン富士
宮、伊豆太陽農業協同組合

【教育】
静岡県高等学校（情報）、私立三島高等学校（情報）

【公務員】
静岡県庁、島田市役所、静岡県警察

【進学】
横浜国立大学大学院、静岡大学大学院、静岡県立大学大学院、
静岡文化芸術大学大学院、法政大学大学院

経営
学部

情報
学部
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Q1 ゼミの目標とテーマを教えてください。
「人間の生活の質（QOL）向上に寄与
する情報デザイン」を目標に、生体信号
（心拍・脳波）を測ることや人間の感覚に
ついてのアンケート調査、脳内情報処理
モデルについてのソフトウェア作成（プログ
ラミング）、実験用コンピュータ環境の構築
といったことをテーマにしています。

Q2 具体的にはどのような活動をするのですか?
人間に対して五感（見る・聴く・触る・味わう・嗅ぐ）に訴えるもの（画像・
音源・匂いなど）を与えたときの感覚の変化を研究しています。つまり、「人
間がいいね！（又はよくないね！）と思うものを見つける」研究です。具体的に
は、生体信号（心拍・脳波）の変化を測定したり、感覚を尋ねるアンケート
調査などをしたりして、それらの関係を調べています。生まれた結果について
は、以前に行われた研究結果と比較考察し、有益な結果が出たときは論文
や学会発表（ゼミ生自身が学会発表することもあります！）などを通じて世の
中に発信しています。
一方で、脳内情報処理モデルについてのソフトウェア作成（Java言語に

よるプログラミング）や実験用コンピュータ環境の構築、といったこともやって
います。
Q3 先生からこれから就職活動をする学生にメッセージをお願いします。
時間を守る・他人の話は最後まで聴く・仲間をけなさない・頼まれたこと

は出来るだけ早く仕上げる・今の環
境でのベストを尽くす・できなかった
ことや不運なことを他人や環境のせ
いにしない…これらを守って「最後ま
であきらめず」「結果が出るまで」た
ゆまぬ努力を続けて下さい。皆さん
の頑張りを心から応援しています！

Q1 平成25年度の実績・活動内容を教え
てください。
春季東海リーグ1部7位、東海大学バレー

ボール選手権3位、静岡県バレーボールリーグ戦1位、秋季東海リーグ1
部5位、静岡県大学選手権1位など。チームは「東海制覇！」を目標に日々
厳しい練習に取り組みました。
Q2 クラブ活動を通じて得たものは何ですか？
私は日々の厳しい練習などを乗り越えたことにより、自分の強さと弱さの両
面を知ることができました。自分を知ることにより就職活動では積極的にア
ピールでき、その取組みがとても役にたちました。
Q3 先輩としてこれから就職活動をする後輩にメッセージをお願いします。
まだ自分のやりたいことがわからない人が多いと思います。しかしまず行動

してください。世界には数え切れないほどの職業があります。早ければ早いだ
け選択肢も広がります。その中から自分がやりたいことを見つけ、目標に向
かって頑張ってください。

Q1 ゼミの目標とテーマを教えてください。
葉口ゼミでは、専門領域を「広告論」「大衆文化論」「マス・メディア論」

に関連した研究活動をおこなっています。学生が自分の興味関心のある
テーマを通じて、自分の問題意識を掘り下げ、調べたりする作業を通じて、
主体性や創造性を伸ばしていくことをゼミでの目標としています。
Q2 具体的にはどのような活動をするのですか？
3年生の専門ゼミナールでは、前期は各自が研究テーマに適した参考文
献を用意し、その内容についてゼミ内で発表とディスカッションをしています。
後期は、調査の仕方、レポートの書き方などを再確認した上で、ある程度の
考察を進めたレポートを作成してもらい、各自がレジュメを用意し、発表をおこ
なっています。4年生になると3年のレポートを卒業論文へとレベルをあげて
いきます。内容をさらに深め、ボリュームも増やし、個別での指導とゼミでの互
いの質疑を活発におこなうことで集大成としての論文を仕上げていきます。
例えば、今年の卒業論文では「メディアとスポーツースポーツを題材とした
作品の影響についてー」、「オリンピックに関連したテレビCMについての考
察」、「現代マスメディアにおける社会的問題」といったタイトルの論文があり
ます。専門ゼミナールでは、「BGMが及ぼす心理的影響」、「スポーツと音
楽の関係」、「ネットゲームの現状とその問題」といった課題に取り組んでい
る学生がいます。ゼミ生の皆さんは自分が設定した課題ということもあり、文
献を調べたり、アンケート調査をしたりなどそれぞれが独自の成果をあげてい
ます。
Q3 先生からこれから就職活動をする
　　　学生にメッセージをお願いします。
就職活動では、情報収集力がとても大
切になってきます。日頃から有益な情報とそ
うでない情報を取捨する力やうまく情報を
キャッチできる力を意識して養っておくといい
と思います。

Q1 サークルの目標と
　　　活動内容を教えてください。

目標は自分が思ったように体を動かし、楽しく踊ることです。活動内容は週
2回2時間ほどの練習をしました。
Q2 具体的にはどのような活動をするのですか？
大学祭などの行事で踊ります。指導者がいないため、自分たちで練習方
法を考え独自のスタイルで練習をしています。
Q3 先輩としてこれから就職活動をする後輩に
　　　　　　　　　　　　　　メッセージをお願いします。
就職活動は時間に追われるというイメージがあります。しかし前もってしっか

りと準備をし、計画を立てていれば、自分の時間をつくることができます。やる
ときはやり、そうでないときは思いっきり自分のやりたいことをやるという、スイッ
チの切替が大切です。就職活動のプレッシャーに追われるだけでなく、自分
の時間をつくり、息抜きをすることも忘れないよう頑張ってください。

揚張 隆太さん
（就職先：遠州夢咲農業協同組合）

小川 紘平さん
（就職先：住友電気工業㈱）

磐田キャンパス　ダンスサークル

磐田キャンパス　葉口ゼミ

藤枝キャンパス　男子バレーボール部

藤枝キャンパス　渡邉ゼミ

就職活動では、「大学でどんな事を学んだか」「大学生活でどんなことに力を注いだか」など、大学生活の満足
度が大切になります。そこで、今回は、ゼミより葉口先生、渡邉先生、サークルよりダンスサークル揚張さん、男
子バレーボール部小川さんにお話を聞きました。就職活動を始める前に…就職活動を始める前に…
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人
事
異
動

平成25年度静岡産業大学卒業式が3月13日（木）静岡市のグランシッ
プで行われ、経営学部２５８名、情報学部２３３名の合計４８８名がキャンパス
を巣立っていきました。

式辞の中で学長からは『人生はすべてが学びの場、社会に出る皆さんに
は、書物をいつも読むことをお奨めします。本は自分の人生の生き方や価値
観を変えるほどの大きな力を持っていますし、心を整える力も持っています。
皆さんには、ぜひ本を人生の友としてほしいと思います。』とのメッセージがあ
りました。

また、在学生からは、情報学部情報デザイン学科3年生（当時）上川猛
さんから送辞が贈られ、卒業生代表の経営学部経営学科奥田敬太さんから
は、タイやニュージーランドへの海外研修など学生生活の振り返りと今後の
社会生活への決意を述べた答辞がありました。

卒業生の中では、情
報学部の59 歳の卒業
生米山さんが特別表彰
の対象者となり、学長か
ら表彰状を授与されまし
た。55歳で地元の市役
所を退職して大学に挑戦
してきた米山さんは、その
人柄と、サークル活動な

どにも積極的に参加する姿勢で、若い学生たちにも大いによい影響を与え
ていただきました。

式終了後は両学部とも卒業記念パーティーが開催され、学生同士最後
の交流を楽しんでいる様子が見られました。

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございました。

掲示板

【経営学部】
岩槻　万里さん（体操部3年）
◆Ｕ－21日本代表
◆2014スタンフォード大学

対抗競技会出場
石田　美樹さん（体操部3年）
早川　美南さん（体操部１年）
◆国体出場
鈴木　海景さん（陸上部１年）
◆全日本学生陸上競技

選手権大会出場
長島　　司さん（柔道部3年）
◆全日本学生柔道連盟

海外遠征選出

◆全国学生柔道体重別選手権
大会2位

金田　晃徳さん（柔道部3年）
◆全国学生柔道体重別選手権

大会3位
古川　　諒さん（柔道部2年）
◆全国学生柔道体重別選手権

大会2位
森田　悠斗さん（柔道部2年）
◆全国学生柔道体重別選手権

大会3位
朝比奈恒介さん（4年）
◆総合旅行業務取扱管理者

試験合格証取得

降旗　実可さん（女子バレーボール部2年）
◆西日本大学バレーボール5学連

女子対抗戦出場（東海選抜）
【情報学部】
小林　史奈さん（女子バレーボール部2年）
◆西日本大学バレーボール5学連

女子対抗戦出場（東海選抜）
◆東海大学秋季リーグ戦「リベ

ロ賞」「サーブレシーブ賞」
半田　晶子さん（女子バレーボール部４年）
◆東海大学秋季リーグ戦「ベス

トスコアラー賞」

【経営学部】
柔道部
◆全日本学生柔道体重別団

体優勝大会出場

フットサル部
◆カラダ再生カップ2013フット

サル全国大会出場
サッカー女子部
◆全日本学生大学女子サッカー

選手権大会出場
◆全日本女子サッカー選手権

大会出場
【情報学部】
河原崎・豊泉・井出グループ
◆平成２５年度藤枝市政１改

善提案「最優秀賞」
柯麗華ゼミナール生（５名）
◆いわしん・がんばる起業応援

ネットワーク主催・第１２回ビ
ジネス・コンテスト「特別賞」

（団体の部）

●学長賞
真鍋　磨央 さん（経営学部）
小玉　由佳 さん（情報学部）
●学部長賞
左山　桃子 さん（経営学部）
池谷　佳子 さん（情報学部）

●特別賞
浦野　裕貴 さん（経営学部）
王　萱 さん（経営学部）
松島　勇気 さん（情報学部）
米山　昌宏 さん（情報学部）

卒業特別表彰者平成25年度

（個人の部）

平成25年度（後期）
特別教育奨励賞表彰者紹介

祝 卒業

●退職（平成26年3月31日付）
教員〔経営学部〕
●鷲崎　早雄　教授
　（平成26年4月より特任教授）
職員〔経営学部〕
●野球部コーチ　杉田　涼太
職員〔情報学部〕
●学務グループ国際センター事務
　後藤　正昭
●学務グループ国際センター事務
　深谷　円香（平成25年12月31日付）

●任命（平成26年4月1日付）
●図書館長　浅羽　浩（教授）
●静岡産業大学総合研究所マーケティング

研究センター長　谷　和実（特任教授）

●昇任（平成26年4月1日付）
教員〔情報学部〕
●准教授　川又　　淳（講師）
●准教授　渡邉　　志（講師）
●准教授　金　　炯中（講師）

●新任（平成26年4月1日付）
教員〔経営学部〕
●菊野　春雄（教授）
●永山　庸男（教授）
●禰屋　光男（講師）
●服部　勝人（特任教授）
職員〔経営学部〕
●西山　芽衣　サッカー女子部コーチ
●櫻田　和樹　サッカー男子部コーチ

（平成26年2月1日付）

●学部・法人間の異動者
　（平成26年4月1日付）

●三浦　哲治
　現職に加え両学部学務グループ
　スポーツスタッフ長を兼務
●山本　新吾郎
　情報学部学生サポートセンター
　学務グループ国際センタースタッフ長
　（旧：経営学部学生サポートセンター

学務グループ教務・学生スタッフ長）
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●図書館利用時間

 平　日 9:00-18:
30

　土曜日 9:00-12:
00

    （長期休暇中は9:0
0-17:00）

図書館通信図書館通信

私たち書道部は、字をきれいに書くことや精神の鍛錬を目的に、4年生５
名・3年生４名・2年生２名の計１１名で活動しています。

活動日は火曜日と水曜日の週２回（平成２５年度）。活動の内容は、主に
習字を行ないますが、決められた字を書くわけではなく、自らが書きたい字をペ
ンや筆を使って自由に書くようにしています。

しかしながら、ただ書いているだけでは、上手にならないので、書いた字は
段位を持っている方に見てもらって成長を図っています。

大事なことは字の上手い下手ではなく、個性を出しながら自分を表現する
ことです。初心者ばかりの集まりなので、気軽に部室へ遊びに来て下さい。

オオバケBOOK’S
「運動が体と心の働きを高める
　スポーツ保育ガイドブック
　〜文科省幼児期運動指針に沿って〜」出版

経営学部では、平成16年から、幼児と小学生向けにスポーツのキッズ
スクールを実施しています。お揃いのTシャツを着た子どもたちが、歓声を
あげながらスポーツをする様子は微笑ましく、地域に開かれた大学であるこ
とを誇らしく感じる機会にもなっていると思います。また、将来スポーツの指
導者になる目標を持つ学生たちには、実際に子どもたちと接することで、講
義だけでは得られない楽しさや難しさを体験する場となっています。

スポーツ保育とは、子どもたちが思い切り体を動かしてスポーツをする中
で、生まれてくる様々な心の
動きを、保育に生かしていこう
とする考え方です。「勝った、
負けた」、「うれしい、悔しい」、

「上手にできた、失敗した」そ
れぞれの感情を受け入れるこ
とにより、心と体が成長をして
いきます。
「スポーツ保育ガイドブッ

ク」は、実際にキッズスクールの企画・運営に関わってきた教員が、自らの
経験を生かして作り上げました。幼稚園・保育園の先生ばかりではなく、
学生のみなさんにも楽しく読んでもらえるように、イラストにもこだわりました。
ぜひ手に取ってご覧ください。

クラブサークル紹介 
情報学部 書道部

経営学部 トランポリン部

トランポリン部は、磐田キャンパスに2013年3月に完成した第３スポーツ
センター 2階の体操・トランポリン専用アリーナで練習をしています。部員は、
現在10名です。大学からトランポリン競技を始めた選手から、世界選手権
出場経験がある選手まで幅広いレベルの選手が在籍しています。

トランポリンの全日本学生選手権は、ABC
クラス別に３つのレベルに分かれており、昨年
大学からトランポリンを始めた本学の選手が、
Cクラスで準優勝となるなど、大学から新たに
始めることが出来、また皆が活躍出来る部活
動です。自分に合った目標を立て、毎日真剣
に練習することで何事にも積極的に取り組め
ます。

地上では味わえない弾む感覚、浮遊感を通
して楽しく、私たちと活動しましょう。

情報学部4年　上川　猛さん（部長）

経営学部4年　山内 菜摘さん（主将）
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経営学部 情報学部 構成・内容
6月22日（日） 6月22日（日） 学生発表

大学説明
模擬授業
学内見学

など

7月20日（日） 7月20日（日）
8月  2日（土） 8月  2日（土）
8月  3日（日） 8月  3日（日）
8月20日（水） 8月20日（水）

いずれも９：３０スタート

大化け授業体験フェアも開催！
経営学部 情報学部 構成・内容

 4月29日（火・祝日） 4月29日（火・祝日）
 5月  6日（火・振）  5月  6日（火・振）   授業体験
 9月23日（火・祝日） 9月23日（火・祝日）

いずれも9:30スタート　予約不要
お問い合わせ先：入試広報課　70120-69-0191

■サッカー男子部
・東海学生サッカーリーグ戦
５位
■サッカー女子部
・P l e n a s チャレンジ
LEAGUE WEST ６位
・全日本女子サッカー選手権
ベスト１６
■体操部
・全日本学生体操競技
選手権大会
男子１部団体 総合   ９位
男子１部個人総合　岩槻 万里１６位
■トランポリン部
・第29回トランポリン世界
選手権大会（ブルガリア）出場
タンブリング個人：杉浦祥太郎
　　　　　　  杉浦   隼平
・第50回全日本トランポリン
選手権大会
個人：白坂 健志　７位
シンクロナイズド男子
　 野田 亮太・白坂 健志
■柔道部
・全日本学生柔道大会出場（団体）
・東海学生柔道体重別
選手権大会
優勝  73kg級 吉川 翔太
2位 100kg級 長島 司
3位 100kg級 森田 悠斗
3位   60kg級 金田 晃徳
■女子柔道部
・東海学生柔道体重別
選手権大会
3位 78kg超級 澤口 桃子

■男子バレーボール部
・東海学生秋季リーグ戦
２部５位
■女子バレーボール部
・東海大学バレーボール
選手権３位
・国民体育大会
（成年女子6人制）出場
　山田 珠美・黒田 香菜
■女子バスケットボール部
・静岡県学生バスケット
ボール秋季リーグ　優勝
■フットサル部
・カラダ再生カップ2013
フットサル全国大会出場
■陸上競技部
・全日本インカレ出場
100M女子　鈴木 海景

■男子バレーボール部
・静岡県大学バレーボール
リーグ　優勝
・東海大学バレーボール
リーグ　１部５位
・全日本インカレ ベスト３２
■女子バレーボール部
・静岡県大学バレーボール
リーグ　優勝
・東海大学バレーボール
リーグ　１部５位
・全日本インカレ　出場
■男子バスケットボール部
・静岡県学生バスケットボ
ールリーグ戦　準優勝
・東海学生バスケットボール
リーグ戦　１部６位

＜学部共通＞
●入学金減免の申請手続きについて

平成26年度入学生で下記に該当する学生の
入学金を減免致します。該当者は、両学部の総
務グループで下記期間内に申請書を受け取り、
申請してください。

〔申請期間〕平成26年5月1日（木）〜31日（土）
◆経営学部にあっては磐田市、情報学部にあ

っては藤枝市に1年以上住所を有する者
◆静岡学園高等学校の卒業生
◆本学の新入学生と在学生との関係が兄弟

姉妹、親子及び夫婦である者 
　（兄弟姉妹、親子及び夫婦が同時期に入学

した場合、そのうちのいずれか1名）
◆入学した年度の4月1日現在において、原

則として満55歳以上の者
●健康診断について

4月に健康診断を実施します（大学行事カレンダ
ー参照）。就職活動などで健康診断書が必要になり
ますので、期間中に必ず受診するようにしてください。
●日本学生支援機構奨学金について
＜経営学部＞

平成26年度からの奨学金申込を希望する学
生は右記の提出期間の都合の良い日程に必要
書類を提出してください。募集要項の請求方法

については経営学部HPをご覧になるか、教務・
学生スタッフにお問い合わせください。
　　　　　平成26年4月14日（月）
　　　　　　　〜平成26年4月18日（金）
　　　　　12：10〜13：00
　　　　　第1会議室（1号館2階）にて

＜情報学部＞ 
日本学生支援機構の新規採用説明会を以下

の日程で行います。希望者は説明会（どちらか1
日）に参加してください。
　　　　第1回　平成26年4月  9日（水）
　　　　第2回　平成26年4月10日（木）
　　　　両日とも12：20〜12：50 
　　　　2101（2号館1階）にて
　※詳細は学内掲示板でお知らせします。
●履修登録について

前期履修登録の締切日は各学部以下の通り
となっています。期間内に登録しないと、今年度
履修ができませんので注意してください。
＜経営学部＞ 4月25日（金） 
＜情報学部＞ 4月17日（木）
●休講情報の見方について

休講に関する情報は掲示、ホームページ、携
帯電話サイトで確認できます。なお、経営学部の
サイト情報を見るにはパスワードが必要です。

平成２5年度部活動主な成績

2014年度
オープンキャンパス開催日程

後期

大学行事カレンダー前期

在学生・保護者へのお知らせ

情報学部

書類
提出期間

説明会
日程

オープンキャンパス参加申し込
みの事前予約を承っています。

こちらのメールアドレスに空メー
ルを送信してください。
→ ssu@axol.jp

※詳細はHPをご確認下さい。

SSU information

経営学部 情報学部
  3月27日（木） オリエンテーション（4年生　3年生）

健康診断（3年生）
 28日（金） オリエンテーション（2年生）

健康診断（2年生）
  4月  1日（火） 入　学　式

前期仮履修登録開始（～ 4/11）　　 —
   2日（水） 新入生オリエンテーション

ＰＭ健康診断（1年生） 新入生オリエンテーション

   3日（木） 新入生オリエンテーション
ＰＭ健康診断（1年生） 新入生オリエンテーション

   4日（金） 前期授業開始
前期授業開始
履修登録開始（～ 4/17）
健康診断（4年生）

   7日（月） 健康診断（2年生）
教科書販売（～ 4/24） 教科書販売（～ 4/18）

   8日（火） 健康診断（3年生）
 10日（木） 健康診断（4年生） 健康診断（1年生）
 14日（月） 履修登録確認期間（～ 4/18）
      21日（月） 履修登録確定期間（～ 4/25）
 26日（土） 補講
 29日（火）祝日 昭和の日 通　常　授　業
  5月  6日（火）振替休日 通　常　授　業
 24日（土） 体育祭（雨天予備日5/31） 補講
 25日（日） 創　立　記　念　日
  6月28日（土） 補講
  7月  5日（土） 補講
 12日（土） 補講

 21日（月）祝日 海の日 通　常　授　業
前期授業終了

　　22日（火）～8月  8日（金） 補講（7/22 ～ 28）　定期試験（7/29 ～ 8/8）
　　22日（火）～8月  9日（土） 補講（7/22 ～ 28）　定期試験（7/29 ～ 8/9）
  8月  9日（土）～9月14日（日） 夏　季　休　暇
  8月10日（日）～9月14日（日） 夏　季　休　暇
 13日（水）～15日（金） 休　　校
 22日（金） 成　績　発　送
  9月  8日（月） 後期仮履修登録期間（～ 9/12）
 13日（土） 　 保護者相談会

 15日（月）祝日 敬老の日 後期授業開始
後期履修登録確認期間（～ 9/19）　 —後期履修登録期間（～ 9/26）

 16日（火） 教科書販売（～ 9/29）
 22日（月） 後期履修登録確定期間（～ 9/26）
 23日（火）祝日 秋分の日 通　常　授　業
 24日（水） 前期卒業式
 30日（火） 前期卒業式・後期入学式

経営学部

※詳細については大学ＨＰの各学部「行事予定」で確認してください。


